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先週および今週の我が国主要経済指標から（№247） 

１．先週の動き概要 

〇先週についても、引き続き、コロナ感染と経済復興の行方を注視したが、米欧を中心とした先

進国と、発展途上国との格差が一段と開いた格好だ。特にこれまでコロナ感染者が圧倒的に少な

く、ワクチン接種も進んでいない東アジア諸国での感染増加が目立っており、マレーシア・チリ

等では、ここにきてロックダウンに踏み切ったところだ。こうした中、我が国では、13日には、

群馬、石川、熊本の３県で「蔓延防止等重点措置」が解除されたほか、ワクチン接種の動きが急

速に高まってきてはいるが、この一方で、人流はむしろ増加方向にあり、政府主催のワクチン接

種会場では、2～3割方の予約にとどまり、オリ・パラ開催問題でも未だに議論が絶えないなど、

区々（マチマチ）の動きになっているのが実情だ。さらに、経済面を見ても、製造業では業況回

復先も少なくないが、飲食業・旅行業・その他生活サービス業を中心とした業種では、「もはや

生きるか死ぬかの問題」と訴える先も増加しているなど、業種間格差は一段と広がりつつある状

況だ。なお、11日から始まった「拡大Ｇ７」では、コロナ対策、対中国けん制に議論が集中し

たことはもとより、財政出動による景気支援継続と、長期的財政健全化の必要性を改めて確認し

た格好となった。 

なお、市況面では、欧米中心にインフレ指標が予想以上に上振れしていることから、市場では、

主要国中銀の出方を注目し始めているが、目下のところはさしたる動きは窺われない。（こうし

た点についての詳細は、別添追補を参照。） 

 

〇この間、米国の経済指標については、まずは景況指標に注目したいが、6月「ミシガン大学消

費者態度指数・速報値」（11日、86.4と、前月の 82.9から上昇）は、市場予想（84.0）を上

回る改善を果たした格好だ。なお、第 1週「新規失業保険申請件数」（10日、37.6万件と、38.5

万件から減少）、同「失業保険継続受給者数」（10日、349.9万人と、375.7万人＜速報値 377.1

万人から下方修正＞）は、ともに減少継続している。ただ、この間、失業保険の追加給付金支給

を早めに停止する州（先週までに 25州）が急激に増加しているなど、いずれにせよ、経済対策

的役割は終了しつつあり、つれて、景況指標としての注目度も落ちてきている。 

その他の実体経済指標では、5月「消費者物価指数・コア＜除く食料品・エネルギー＞」（10

日、前年同月比＋3.8％と、＋3.0％から伸び上昇）が、強気の市場予想（＋3.4％）を上回る上

昇を続けており、むしろ警戒感が出始めており、ここは要注意だ。また、4 月「貿易収支」（8

日、‐689 億ドルと、‐744 億ドルから赤字幅縮小）については、予想通りに赤字状況の改善が
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進んだ格好だ。なお、この間、中国の 5月「貿易収支」（7日、455.3億ドルと、428.6億ドル

から黒字拡大）での黒字幅も拡大してはいるが、市場予想（505.0 億ドル）をやや大きく下回

っており、米国中心の中国包囲網が相応に効果を上げ始めているようにも見えるところだ。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、景況を、5 月「景気ウォッチャー調査」

（8日、内閣府）で確認したが、季節調整済み現状判断ＤＩは、38.1（前々月 49.0→前月 39.1）

と、さらに悪化したが、予想（32.0）比小幅にとどまった。これは、「緊急事態宣言」が延長さ

れたものの、人流の動きはさほど減少せず、この一方で、コロナ感染者数は緩やかにではあるが

減少したことから、事業者センチメント（心情・心理）の低下も小幅にとどまったと見られる。

内訳を見ても、飲食関連（同前々月 43.8→前月 23.3→当月 18.9）は、さすがにやや大きく悪

化したが、小売り関連（同 49.7→36.6→35.0）は小幅悪化にとどまり、住宅関連（同

46.1→44.5→45.8）に至っては改善方向に変化している。さらに先行き判断ＤＩは、47.6（前々

月 49.8→前月 41.7）と、3 か月ぶりに改善している。なお内訳を見てもすべての項目でやや

大きな改善となっており、「緊急事態宣言」の予定通りの解除（20 日）を催促する形にも見え

るところだ。さらに、東京都は、現状判断が、35.8（同 50.9→37.7）、先行き判断が、50.6

（同 53.5→45.3）と、全体と同様の方向ではあるが、いずれも若干慎重な判断にはなっており、

ここは留意が必要だ。 

また、第 1 四半期「ＧＤＰ第 2 次」（8 日、内閣府）も公表されたが、実質ＧＤＰ成長率が、

前期比年率‐3.9％（同前々四半期＋22.9→前四半期＋11.7→当四半期第 1次速報‐5.1％）と、

水面下に転じている事実に変化はないにしても、市場の下方修正予想（‐5.2％）とは逆に、や

や大きく上方修正された格好だ。これは、注目の設備投資が、同‐4.6％（同‐8.2→＋18.3→ 

‐5.5％）と、市場予想（同‐5.6％）からしても、小幅マイナスにとどまったほか、住宅投資が、

同＋4.9％（同‐21.0→＋0.3→＋4.5％）と、上方修正された影響が大きい。なお、個人消費は、

同‐6.0％（同＋22.2→＋9.0→‐5.4％）と、結局、第 1次速報を上回るマイナスとなっている。 

次は、消費周辺指標の、4 月「毎月勤労統計」（8 日、厚労省）だが、現金支給総額は、前年

比＋1.6％（同前々月‐0.4→前月＋0.6％）と、市場予想（＋1.5％）をもやや上回る形で、さ

らに伸びを高めた格好だ。ただ、これには、前年（同‐0.7％）が急減している事の反動も大き

いとも見られ、注意が必要だ。なお、内訳をみると、所定外給与が、同＋6.4％（同‐9.1→‐5.0％）

と、大幅にプラス転化したのが目立っている。さらに、業種別には、不動産・物品賃貸業（同前々

月＋2.6→前月＋6.8→当月＋9.2％）、生活関連サービス業（同‐0.9→＋2.6→＋6.3％）、運輸

業、郵便業（同‐2.6→‐1.7→＋4.3％）等での、やや大幅な改善が目立っている。 

この間、さらに気掛かりな物価動向については、5月「国内企業物価指数」（10日、日銀）で

確認したが、国内企業物価は、前年比＋4.9％（同＋1.2→＋3.8％）と、原油価格とドル円相場

の上昇を反映して、さらに伸び率を高めた格好だ。 

さらに、輸出動向については、4 月「国際収支」（4 日、財務省・日銀）で確認したが、季節

調整済み輸出は、前年比＋3.0％（同前月＋6.1％）と、伸びが鈍化した。ところがこの一方で、

輸入が、同＋11.3％（同‐6.8％）と、医薬品や半導体を中心に大幅プラスに転じたことから、

結局、貿易収支は、＋0.32兆円（同‐0．0１→＋0.78兆円）と、黒字幅を大きく縮小させてい
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る。つれて、経常収支も、＋1.55兆円（同＋1.84→＋1.69兆円）と、市場の黒字拡大予想（＋

1.72 兆円）とは逆に、黒字幅を縮小している。ただし、この間、第 1 次所得収支については、

前月の反動大きく、＋1.93兆円（同＋2.27→＋1.44兆円）と、黒字幅を拡大している。 

 

※第 1次所得収支：対外金融債権・債務から生じる利子・配当金等の収支状況。 

具体的には、「直接投資収益」や「証券投資収益」、「その他投資収益」などから構成される。 

・直接投資収益：親会社・子会社間の配当金・利子等の受取・支払 

・証券投資収益：株式配当金及び債券利子の受取・支払 

・その他投資収益：貸付・借入、預金等に係る利子の受取・支払 

 

最後は、貸出動向を、5 月「貸出預金動向」（8 日、日銀）で確認したが、総貸出平残は、前

年比＋2.9％（同＋6.2→＋4.8％）と、さらに伸び率を低めた格好になった。これは、都銀等が、

同＋0.2％（同＋6.7→＋3.9％）と、さらに大きく伸びを鈍化させていることに因るものだが、

この間、信金も、同＋7.5％（同＋8.6→＋8.3％）と、伸びを縮小させ始めており、結局、「緊

急事態宣言」再発令は、金融機関貸出に影響はあまりなかったということだ。なお、預金平残に

ついても、同＋8.0％（同＋9.9→＋9.5％）と、緩やかではあるが漸次伸びを縮小させてきてお

り、局面の変化を感じつつあるところだ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週についても、引き続き、コロナ感染と経済復興の動きを注目する必要があるが、欧米と我

が国の格差がさらに広がる可能性があり、市場は、20日を期日とする「緊急事態宣言」の行方

（北海道、沖縄を除く 8 都県を「蔓延防止等重点措置」への振り替えることで対処するとの見

方が大勢）に関心が集まっている。さらに、「政治・地政学リスク」分野でも、前述の「拡大Ｇ

７」の決議事項の実効性が気になることはもとより、米国主導の中国包囲網が一段と強まり、中

国も反発姿勢を強めていることから、これが、ささいなことを契機に暴発しないかも気掛かりだ。

（この点も、詳細は別添の追補参照） 

この間、市況面では、別途追補でも詳述しているが、主要国中銀の政策の行方が注目されてお

り、特に我が国では、17～18日に開催される日銀金融政策決定会合を、市場はいつになく注目

している。なお、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）は、その前の 15～16 日に開催される予

定だ。 

 

〇こうした中、米国の経済指標については、まずは、景況を、6 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」

（15日、市場は 22.0と、前月の 24.3から低下予想）、6月「フィラデルフィア連銀製造業景

気指数」（17日、同 31.0と、31.5から低下予想）で確認したいが、市場は、ともに悪化に転

じると見ており、これが一時的なものかどうか気になるところだ。なお、第 1 週「新規失業保

険申請件数」（17日、同 36.0万件と、37.6万件から減少予想）、同「失業保険継続受給者数」

（17日、同 342.1万人と、349.9万人から減少予想）は、ともに減少継続と見ている。 
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なお、実体経済指標については、重要なものの公表が予定されており、注意が必要だ。消費動向

については、5 月「小売売上高」（15 日、同前月比‐0.7％と、0.0％からマイナスに転化予想）

で確認するが、行動制限が大幅に緩和されたにもかかわらず、市場は慎重に見ており、ここは注

意が必要だ。ただ、住宅関連の動きについては、5月「建設許可件数」（16日、同年率換算 173.0

万件と、173.3万件＜176.0万件から下方修正＞から減少予想）は、減少に転じる見込みだが、

5月「住宅着工件数」（16日、同年率換算 164.0万件と、156.9万件から増加予想）について

は、引続き高い水準で推移すると見ており、判断は一様ではない。この反面で、製造業、物価関

連指標については、やや強気のものが目立ち始めているようにも見える。即ち、5月「鉱工業生

産」（15 日、同＋0.6％と、＋0.5％＜速報値＋0.7％から下方修正＞から伸び上昇予想）、5 月

「設備稼働率」（15日、75.0％と、74.6％＜速報値 74.9％下方修正＞から上昇予想）、5月「卸

売物価指数・コア＜食品・エネルギー除く＞」（15 日、同前年比＋4.8％と、＋4.1％から伸び

上昇予想）といった具合だ。 

 

〇なお、我が国については、前述のように、日銀政策決定会合の行方が気になるところだが、市

場は、企業への資金繰り支援策（約 20兆円を上限とした特別オペ）の 9月末期限を 2022年 3

月末期限に延長すると見ているようだ。この点は、危機的対応の手仕舞を始めているように見え

る米国とは対照的な姿になる可能性がある。なお、その他の経済指標については、まずは、景況

を、6月「ロイター短観」（17日、ロイター通信）で確認したいが、市場は、製造業は、21（前々

月 13→前月 21）と、高水準横ばいを維持すると見ている。これは、半導体等の供給制約の問

題は依然残るものの、世界的な需要堅調が続き、これが反映されると見ているためだ。なお、非

製造業は、＋４（同‐0.3→＋２）と、さらに改善が進むとの見方だ。これは、3度目の「緊急

事態宣言」延長にもかかわらず、人流はむしろ増加傾向にあることなどから、マインドはむしろ

小幅ながらも改善すると予想しているためだ。 

さらに、気掛かりな物価動向については、5月「全国消費者物価指数」（18日、総務省）で確

認することになるが、市場は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比‐0.3％（同前々

月＋0.3→前月‐0.2％）と、マイナスが続くと見ている。ただ、これは引き続き通信大手による

携帯電話通信料引き下げによる押し下げ効果（‐0.6 ポイント）大きくこれを除けば、プラスが

続いているとの見方だ。 

また、設備投資動向を、まずは、4月「機械受注」（16日、内閣府）で確認したいが、市場は、

コア民需（船舶・電力を除く）が、前月比＋2.0％（同‐8.5→＋3.7％）と、伸び率はやや低下

しても 2か月連続でのプラスになると見ている。これは、年初に大きく落ち込んだ機械受注も、

企業の生産活動の回復に従い、製造業中心にした設備投資回復に徐々につながり始めていると見

ているためだ。 

最後は、輸出動向を、5月「貿易統計」（16日、財務省・日銀）で確認したいが、市場は、輸

出が、季節調整済み前月比＋0.3％（同＋6.5→＋2.5％）と、堅調な内外需を反映して、伸びを

縮小させても増加基調が継続すると見ている。ただ、輸入については、同‐4.5％（同＋0.3→＋

7.5％）と、予想外の大幅増加となった前月の反動が大きく、マイナスに転じると見ており、こ

の結果、貿易収支は、＋0.38 兆円（同＋0.37→＋0.06 兆円）と、再び大きく黒字幅を拡大す

ると見ている。 
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３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、以下のように公表指数は少ないが、内外の経済状況が一段と微妙な段階に差し掛かっ

ている中で、注目の物価関連指標が公表されることもあり、更なる留意が肝要だ。 

 

・景況関連；6月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに 23日） 

・物価関連；6月「東京都区部消費者物価指数」（25日） 

       5月「企業向けサービス価格指数」（24日） 

以 上 
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先週および今週の我が国主要経済指標から(No247－追補) 

――主要国でインフレ率が予想外に上昇、特に原油価格上昇が目立つ 

――こうした中、主要国中銀の金融政策に注目が集まる 

――中国包囲網の一段の強化と中国の反発（第二弾） 

 

〇主要国では、一頃のデフレ脱却に苦心していたことが嘘のように、足元は、我が国を除けば、

むしろインフレ懸念を示す向きが見られ始めるなど、様相をやや一変させかねない印象だ。これ

は一重に、米欧中心に、ワクチン接種が進展していることに伴い、コロナ感染に収束の兆しが見

え始めている先が増えていることによる面が大きいと見られる。例えば、週報本文でも紹介した

ように、先週公表された、米国の 5月「消費者物価指数」は、前年比＋5.0％（同前月＋4.2％）

と、これまで主要国が目標としてきた 2％をはるかに上回る水準にまで上昇している。また、Ｅ

Ｕの 5月「消費者物価指数」も、同＋2.0％（同＋1.6％）と、目標値に達している。さらに、

英国（16 日公表予定）でも、同＋1.8％（同＋1.5％）と、さらに上昇が進むと見られている。

また、この間、中国では、5 月「消費者物価指数」（同＋1.3％と、前月＋0.9％から伸び上昇）

については、国民の不満を高めないよう価格統制を図っていることから低めにとどまっているが、

同「生産者物価指数」に至っては、生産コストの高騰から、同＋9.0％（同＋6.8％）と、極め

て高い上昇となっており、これが企業採算を極度に悪化させる原因ともなっている。なお、こう

した中、我が国については、18日に公表予定の、5月「全国消費者物価指数」（同前月‐0.4％）

が、引き続き水面下にとどまると見られているなど、主要国では異例の低水準が続いているわけ

で、ここは注意が必要だ。 

ところで、物価上昇の大きな要因の一つと見られている原油価格については、需要急回復の中

で、「ＯＰＥＣプラス」が、7 月まで協調減産を段階的に縮小する既定路線維持を再確認してい

る（週報 246号本文参照）ほか、大手サウジアラムコがアジア向け原油に適用する 7月積み調

整金引き上げた（1バレル 1.90ドル）ことなどから、8日のＮＹ先物市場が、1バレル 70.05

ドルと 2 年 8 か月ぶりの高値になるなど高騰している。つれて、我が国のガソリン元売り各社

も、卸値を 2.0 円引き上げており、店頭価格は 2年半ぶりの高値で推移しているといった状況

だ。 

なお、先行きについては、当面はこうした上昇局面が続くと見られてはいるが、市場は、基本

的には、コロナ感染がワクチン接種の進捗により主要国中心に収束感が高まるにつれ、自ずと、

上昇テンポは鈍化して来ると見ているようだ。要すれば、コロナ感染拡大時には、需要・供給と

もに大きく縮小する中で、行動制限と給付金により貯蓄は急増しており、結局、これが、感染収

束する過程で、一時的に大きく消費に向かい、物価急騰を招いているわけで、これが落ち着けば、

自ずと消費も通常ベースに戻り、価格も低減すると見ているためだ。なお、一旦高まった貯蓄性

向は、企業が労働分配率引き上げには引き続き慎重と見られるほか、再コロナ禍の可能性が完全

には払しょく出来ないとも見られることから、結局、容易には低下せず、消費の本格回復はかな

り先になると見る向きも少なくないのだ。（そして、これは、ある意味、我が国が 30 年にもわ

たって、デフレ克服に苦労し続けていることを彷彿されるでもあるのだ。） ところで、市場に

は、足元の物価上昇が一過性に終わる可能性が高い理由として、①ワクチン接種の進捗により、
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旅行価格等の正常化の動きがやがて上限に達すること、②半導体の供給不足が解消されれば、足

元高騰している自動車価格も落ち着くと見られること、③原油価格上昇に因る一時的上昇要因が

大きくこれもいずれは低下に転じると見られること、等をあげる向きもある。 

ただ、市場には、この一方で、中国発のインフレ懸念（「急速な少子高齢化」、「賃金上昇」等

が背景）が、このままでは世界的に伝播しかねないとの見方も根強く存在していることも事実で

あり、仮に、こうした場合には、物価上昇が続くこともあり得るわけで、いずれにせよ、ここは

注視しておいた方が賢明のようだ。 

 

〇こうした中、市場は、主要国中銀の動きを注目し始めているが、11 日に開催された、「拡大

Ｇ７」では、今週報本文で報告したように、議論の中心は、コロナ対策、対中国政策が中心にし

ても、経済面では、前 246号追補で紹介した、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）による我が国へ

の政策提言（景気支援継続と長期的財政健全化の必要性）が、ほぼそのままの内容で論じられて

おり、ここは注目すべきことだ。 

いずれにしろ、主要国中銀は、足元インフレ懸念が生じていることを問題視してはいるが、目

下のところは、コロナで壊滅的に傷んだ経済の復興を優先せざるを得ないとしており、金融政策

については、当面、継続の構えだ。ただ、こうした中でも、市場の関心は、もはや「資産圧縮」

はいずれ実施されることが確定と見ており、早くも、より効果が強い、第 2 弾の「政策金利引

き上げ」に何時踏み切るか（ただ、早くとも 2023 年との見方）に向かっているようにも見え

るわけで、ここは注意を怠らないほうが良さそうだ。 

なお、この間の主要国中銀の最近の政策姿勢を見ると以下の通り。 

・米 国・・インフレ率見通しを上方修正したが、15～16日開催予定でのＦＯＭＣ（連邦公開

市場委員会）では、資産圧縮を含め、政策変更はないとの予想。 

・欧 州・・10日のＥＣＢ（欧州中央銀行）会合では、異論はあった模様ながら、結局資産圧

縮は見送り、 

・カナダ・・6月の雇用統計を見てから 7月の会合で重要決定の構え。 

・豪 州・・7 月 6 日に政策決定会合が予定されているが、資産圧縮の可能性は五分五分。な

お、金利引き上げは、2024年間で行われない可能性大。 

・北 欧・・ノルウェイは今年中に利上げ、スウェーデンは当面据え置く見通し。 

・日 本・・週報 247号本文のとおり。 

 

〇次に気になるのは、中国囲い込みの動きの高まりだが、米欧から始まり、中国寄りと見られた、

南米、アフリカ、「一帯一路」関係国まで巻き込んだ形で、新たな経済戦争的側面をも見せ始め

ており、大いに気掛かりだ。 

なお、前述の「拡大Ｇ７」でも、対中国政策については、大きな論点になった模様で、中国に

対抗して、途上国や新興国のインフラ構築を支援する枠組みを創設したほか、コロナワクチンに

ついても、10億回分を支援供給することで合意した模様だ。さらに、米国単独でも、8日には、

ＡＩや量子等の先端技術育成に、290 億ドルを投入して、中国への優位性をさらに高める法案
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を可決している。ただ、この一方で、中国は、10 日には、「反外国制裁法」を制定し、外国が

中国に制裁を科す場合には報復する体制を構築しており、いわゆる「やられたらやり返す」構図

が一段と強まっている状況だ。しかも、これは、我が国としても、ウイグル、香港・台湾問題等

に関した米国から連携強化要請には応じざるを得ない状況にあることから、我が国企業にとって

も、場合に因っては容易ならざる事態に逢着（ホウチャク：出会う・行き当たること）する可能

性があるわけで、正直厄介だ。なお、中国は、同日には、中国海南島を自由貿易港に指定し、金

融自由化をさらに推進することで、主要国にさらに揺さぶりをかけようとしている。 

ただ、こうした対中包囲網強化の一方で、例えば、中国国債に対する外国人保有額の動きを見

ると、5 月末時点で、2.1 兆元と、前年比＋46％も増加しているわけで、むしろ中国と外国と

の経済関係は強化されているとも言える状況になっている。従って、ここは、政治面は当面無理

としても、経済面だけでも何らかの融和策が必要とも思われるのだが、どうだろうか。 

                                           

以上 
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